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平成２６年上尾市教育委員会７月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２６年７月３１日（木曜日） 

開会 午前１０時００分 

閉会 午前１０時３５分 

２ 場  所  上尾市役所 教育委員室 

３ 出席委員  委員長 細野宏道 

委員長職務代理者 本田直子 

委員 甲原裕子  

委員 吉田るみ子 

委員 岡田栄一 

教育長 岡野栄二 

４ 出席職員  教育総務部長 尾形昭夫 

教育総務部 図書館長 菅間茂久 

教育総務部次長 保坂了 

学校教育部次長 野田正 

学校教育部次長 兼 学務課長 石塚昌夫 

教育総務部副参事 鈴木利男 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センタ－所長 上野明 

学校教育部副参事 兼 学校保健課長 長島愼一 

教育総務部 教育総務課長 西嶋秋人 

教育総務部 生涯学習課長 関孝夫 

教育総務部 図書館次長 黒木美代子 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 平賀健治 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 吉田満 

書記  教育総務課主幹 加藤俊市 

教育総務課主任 桑名孝徳  

教育総務課主任 鈴木加代子 

５ 傍 聴 人  ６人 
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６ 日程及び審議結果 

日程第１ 開会の宣告 

日程第２ ６月定例会会議録の承認 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

日程第４ 教育長報告 

報告１ 平成２６年上尾市議会６月定例会について 

報告２ 平成２６年度上尾市中学校体育大会兼学校総合大会上尾市予選会の結果について 

報告３ いじめに関する状況調査結果について 

日程第５ 今後の日程報告 

日程第６ 議案の審議 

議案第３６号 上尾市立学校設置条例及び上尾市立公民館条例の一部を改正する条例の制定に 

係る意見の申出について 

議案第３７号 上尾市いじめ問題対策連絡協議会及び上尾市いじめ問題調査委員会条例

の制定に係る意見の申出について 

日程第７ 閉会の宣告 
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７ 会 議 録 

日程第１ 開会の宣告 

（委員長）皆様こんにちは。ただ今から、平成２６年上尾市教育委員会７月定例会を開会いたします。

本日は、傍聴の申出はありますか。 

 

（教育総務課長）６人の方から傍聴の申出があります。委員長の許可をお願いします。 

 

（委員長）傍聴を許可します。ご案内をお願いします。 

 

～ 傍聴人入場 ～ 

 

（委員長）それでは、これから教育委員会を開会させていただきます。開会の前に一言、お話をさせ

ていただきたいと思います。先日、佐世保で大変痛ましい事件が発生いたしました。上尾市において

は、この様な事故はないと信じておりますが、是非、事務局、学校に注意をお願いしたいと思います。 

 

（教育長）委員長からお話がありました佐世保の事件ですが、あってはならない事件です。その事件

を受けたとき、上尾市では生徒指導連絡協議会の夢・教育子どもすこやかシンポジウムを富士見小学

校で開催しておりました。市内の校長、生徒指導主任、ＰＴＡ関係者が一同に介し、会長である大石

南中学校の向井校長から、この事件について話がされました。事務局といたしましても、今後、校長

会等ありますので、この様な事件が起こらないよう、最善の配慮をしていきたいと思います。 

 

（委員長）小・中・高と子ども達が、大変多感な時期ですので、是非、子ども達の目線に立って、し

っかり教育及び育成を図っていきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

 

 

日程第２ 前回会議録の承認 

（委員長）それでは、日程にしたがいまして、会議を進めます。「日程第２ 前回会議録の承認につい

て」です。６月定例会会議録につきましては、すでにお配りをして、確認していただいておりますが、

何か修正等があればお伺いします。いかがでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは、本田委員長職務代理者さんにご署名をいただき、会議録

といたします。 
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日程第３ 本定例会の会議録署名委員の指名 

（委員長）続きまして、「日程第３ 本定例会の会議録署名委員の指名」を行います。会議録署名委

員は、甲原委員にお願いいたします。 

 

（委員）はい。 

 

 

 

（委員長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」ですが、その前にお諮りいたします。本日提出さ

れております議案第３６号と議案第３７号につきましては、市議会に提出することとなる案件である

ため、非公開の会議として審議しますが、異議はありませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（委員長）それでは、異議がないものと認め、会議を公開しないものとして、決定いたしました。ま

た、この決定を受けまして、予定されていた本日の日程を変更いたしまして、まず、教育長報告、今

後の日程報告を行いたいと存じます。その後、非公開の会議として、議案第３６号と議案第３７号の

議案の審議を行いたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 

日程第４ 教育長報告 

（委員長）続きまして、「日程第４ 教育長報告」です。教育長、よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）本日は、３件の報告があります。よろしくお願いいたします。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）教育長報告をお願いいたします。「報告１ 平成２６年上尾市議会６月定例会につい

て」報告いたします。まず、全体概要について教育総務部次長から申し上げます。 

 

～教育総務部次長挙手～ 
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○報告１  平成２６年上尾市議会６月定例会について 

（教育総務部次長）教育長報告の１ペ－ジをお開きください。「報告１ 平成２６年上尾市議会６月定

例会について」報告いたします。会期につきましては、平成２６年６月１０日から６月２５日の１６日

間で開催されました。市長提出議案のうち、教育関連につきまして報告いたします。「議案第２８号 平

成２６年度上尾市一般会計補正予算（第１号）」については、賛成多数にて原案可決されております。

内容ですが、５月の教育委員会定例会にて説明したとおりですが、歳入の４８０万につきましては、市

民体育館における移動式バスケットゴ－ルを購入するための助成金です。歳出ですが、１項教育総務費

は、さわやかスク－ルサポ－ト事業による、アッピ－スマイル教員増員分の人件費、５項社会教育費に

つきましては、平方収蔵庫の解体・撤去費用、６項保健体育費は歳入で説明いたしました移動式バスケ

ットゴ－ルの購入費用です。 

 続きまして「議案第３１号 上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例の一部を改正する条例の制定について」ですが、公務災害補償の基準となる政令の一部改正に

伴い、算定の基礎となる補償額を改定するもので全会一致にて可決されております。 

 議案第３７号から議案第３９号につきましては、上尾中学校改築工事の工事請負契約の締結にかかる

案件ですが、３件とも原案可決されております。私からは以上ですが、市政に対する一般質問について

は、教育総務部長、学校教育部次長より説明いたします。 

 

～教育総務部長挙手～ 

 

（委員長）教育総務部長お願いします。 

 

（教育総務部長）続きまして、一般質問について報告いたします。お手元にあります一般質問答弁要旨

をご覧ください。教育総務部関係の報告をさせていただきます。教育総務部関連の一般質問は、６人の

議員からいただきました。３ペ－ジをお願いいたします。町田皇介議員、星野良行議員共に（仮称）埼

玉アイスアリ－ナの概要と、それに伴う市の対応について質問がありました。基本的な論点といたしま

しては、施設の概要、利用の形態、様々な行事に伴うまちづくりとの関係などに関し質問があり、答弁

をいたしました。続きまして、１０ペ－ジをお願いいたします。長沢純議員から、２０２０年の東京オ

リンピックに関連して、キャンプ地の誘致に関する上尾市の基本的な考え方について質問がありました。

また、小・中学校での五輪教育に関して質問がありました。基本的な市のスタンスといたしましては、

様々な観点から情報を収集して対応していくとの答弁をいたしました。１７ペ－ジをお願いいたします。

井上茂議員から、水上公園の今後と、シティプロモ－ションについて質問がありました。答弁として、

埼玉県が検討している、水上公園の今後のあり方に関する情報収集に基づく答弁をいたしました。２０

ペ－ジです。深山孝議員から文化財の公開と保護に関する質問がありました。現在の文化財の点数と種

類の問題、保存、公開の活用に関する質問について、答弁いたしました。２５ペ－ジ秋山かほる議員か

ら平成２７年度から始まる子ども・子育て支援新制度に関しまして、平方幼稚園の今後について質問が

ありました。新制度における基本的なスタンスですが、基本的に現在のように適切な運営をしていく旨、

答弁いたしました。以上です。 

 

～学校教育部次長挙手～ 

 

（委員長）学校教育部次長お願いします。 
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（学校教育部次長）続きまして、学校教育部関係の報告をいたします。１１人の議員から一般質問があ

りましたので、部長答弁の概要を報告いたします。学校教育部長が中学生海外派遣研修の団長として、

オ－ストラリアに行っておりますので、代わりまして私から報告いたします。１ペ－ジをお願いします。

田中元三郎議員から「学校の諸問題について」質問がありました。給食の残飯量は、小学校では１人１

日１０．０グラム、中学校では４２．５グラムであり、食べ残しが少なくなるよう、献立の工夫や食材

の紹介などに取り組んでいることを答弁しました。給食につきましては、浦和三郎議員・深山孝議員か

らも質問をいただき、給食が作られるまでの流れ、残菜や廃棄物の種類と処理方法や、学校での食育の

取組内容、地産地消を含めた献立の工夫、肥満傾向児や痩身傾向児への指導などについて答弁しました。

５ペ－ジをお願いします。星野良行議員から「通学路の防犯カメラの整備について」質問がありました。

校内や通学路への設置状況と、今後の設置については、現在のところ考えていないが、他市の状況を見

ながら研究すると答弁しました。通学路につきましては、長沢純議員からも質問をいただき、交通事故

の防止対策と発生時の対応、通学路の安全マップ作成や安全対策の進捗及び公表状況などについて答弁

しました。１６ペ－ジをお願いします。井上茂議員から「特別支援学級の設置と課題について」質問が

ありました。２カ年での全小学校への設置は、インクル－シブ教育の考え方に基づいた教育環境の整備

であることなどについて答弁しました。２３ペ－ジをお願いします。伊藤美佐子議員から「子どもとメ

ディア対策について」質問がありました。メディア・リテラシ－に係る研修の回数・内容などについて

答弁しました。市全体で子どもの「アウト・メディア」に取り組むことについては、市長から、教育委

員会と協議して検討するとの答弁がありました。このほか、橋北富雄議員には、平和教育について、今

後、学校ＩＣＴを活用し推進していくこと、池野耕司議員には、子どもの健康度について、むし歯の無

い児童の割合が増えており、歯科コンク－ルなどで表彰を受けていること、鈴木茂議員には、外国人親

子の支援について、日本語指導員の配置と援助の内容、斉藤哲雄議員には、教育環境について、いじめ

防止対策、道徳教育、若手教員の育成の取組を答弁しました。以上です。 

 

（学校教育部次長）続きまして、「報告２ 平成２６年度上尾市中学校体育大会兼学校総合大会上尾市

予選会の結果について」、「報告３ いじめに関する状況調査結果について」を指導課長より報告いたし

ます。 

 

～指導課長挙手～ 

 

○報告２ 平成２６年度上尾市中学校体育大会兼学校総合大会上尾市予選会の結果について 

（指導課長）「報告２ 平成２６年度上尾市中学校体育大会兼学校総合大会上尾市予選会の結果につ

いて」報告いたします。３ペ－ジをご覧ください。こちらは、団体競技の結果です。続きまして、４

ペ－ジですが、個人競技の結果です。なお、下表にあります走り高跳び、東中学校の堂阪君は全国大

会への出場が決まっております。続いて５ペ－ジ、通信陸上競技大会。こちらは、県大会の結果です。

６ペ－ジ、７ペ－ジは、陸上競技の結果を表にしたものです。６ペ－ジは男子、７ペ－ジは女子とな

っております。９ペ－ジですが、水泳競技の結果となります。なお、全国大会、関東大会に出場した

選手の結果につきましては、８月の定例教育委員会にて報告させていただきます。 
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○報告３ いじめに関する状況調査結果について 

（指導課長）続きまして「報告３ いじめに関する状況調査結果について」報告いたします。１１ペ

－ジ、いじめに関する状況調査結果をご覧ください。上段のグラフ、小学校ですが、６月に２件いじ

めを認知いたしましたが、１件は見守りの状況、１件は７月に入り解消となっております。下の段、

中学校ですが、５月に認知した１件は、７月に入り解消となっております。６月の認知はありません

でした。７月に入り、小学校で１件発生しましたが、指導により、すぐ解消となっております。中学

校では、現在認知しておりません。以上です。 

 

 

 

 

（教育長）報告は以上です。よろしくお願いします。 

（委員長）ありがとうございました。報告につきまして、何か質問、意見等ありましたら、お願いい

たします。 

 

～委員挙手～ 

 

（委員長）委員お願いします。 

 

（委員）市政に対する一般質問の中で、残飯量について答弁がありましたが、中学校の方が、残飯量

が多いということは、給食の量が多く、それに応じ、残飯量が増えているという事でしょうか。小学

校、中学校の給食の１食あたりのグラム数などは分かるのでしょうか。 

 

（学校保健課長）メニュ－により異なってくることと、小学校の中では、低学年、中学年、高学年と

量が異なっております。やはり、中学校になりますと量は多くなっております。また、カロリ－ベ－

スですと、中学校では８２０ｋｃａｌ、小学校では６４０ｋｃａｌで提供しております。 

 

（委員）廃棄物を処理する際に、費用などは掛かっているのでしょうか。 

 

（中学校給食共同調理場所長）中学校における残飯ですが、全て共同調理場に持ち帰っております。

それを、西貝塚環境センタ－で処分しておりますので、処分費等は掛かっておりません。 
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（学校保健課長）残飯とは違いますが、牛乳パックはトイレットペーパーに、調理後、廃油は、業者

に買取りをしていただき、その代金を給食費の一部に当てたり工夫をしております。 

 

（委員）質問をさせていただきます。中学校体育大会、全国大会出場について報告をいただき、あり

がとうございました。朝、私の家の前を子ども達が、自転車に乗って大会へ向かうのですが、この時

期になりますと、ニュ－ス等で熱中症が大変騒がれておりますけれども、上尾市では特に報告を受け

ていないかと思います。その点、何か注意喚起等されているのでしょうか。ありましたらお聞かせい

ただきたいと思います。 

 

（指導課長）大会中におきましては、開会式等で適切な水分補給をする事や、適宜、休憩を取るとい

うような注意喚起を行っております。 

 

（委員）夏季休業中に、部活動の練習等、活動を大変頑張られていると思いますので、熱中症の対策

等について、是非、周知徹底をしていただきたいと思います。 

 

（委員長）そのほか何かありますか。 

 

日程第５ 今後の日程報告 

（委員長）ありがとうございました。それでは、続きまして、今後の日程報告をお願いします。 

 

（教育総務課長）８月７日 こども議会が予定されております。８月２１日 教育委員会８月定例会

が予定されております。よろしくお願いします。９月ですが、２０日、２１日、２７日と各小・中学

校の運動会、体育祭が予定されております。以上です。 

 

（委員長）ありがとうございました。そのほか、委員の皆様から、意見、ご要望がありましたら、お願

いいたします。 

 

（委員長）それでは、ここからは、非公開の会議といたします。恐れ入りますが、傍聴の方は、ご退

室をお願いいたします。 

 

～傍聴人退場～ 
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－－－－－－－－－－－－－－－－〔以下、非公開の会議〕－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第６ 議案の審議 

（委員長）それでは、議案第３６号と議案第３７号の審議を行います。「議案第３６号 上尾市立学

校設置条例及び上尾市立公民館条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について」説明を

お願いします。 

 

○議案第３６号 上尾市立学校設置条例及び上尾市立公民館条例の一部を改正する条例の制定 

に係る意見の申出について 

 

 

○議案第３７号 上尾市いじめ問題対策連絡協議会及び上尾市いじめ問題調査委員会条例の制定 

に係る意見の申出について 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－〔以上、非公開の会議〕－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第８閉会の宣告 

（委員長）それでは、以上で、予定されていた日程はすべて終了いたしました。これをもちまして、上

尾市教育委員会７月定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 


